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　　住居表示(町名) 　　　　　番地の詳細(街区符号) 　　住居表示(町名) 　　　　　番地の詳細(街区符号)

　東京都千代田区

飯田橋1丁目 　3～12番地 飯田橋2丁目 　1～18番地

飯田橋3丁目 　1～12番地 飯田橋4丁目 　1～9番地

岩本町1丁目 　1～14番地 岩本町2丁目 　1～19番地

岩本町3丁目 　1～11番地 内神田1丁目 　1～18番地

内神田2丁目 　1～16番地 内神田3丁目 　1～24番地

内幸町1丁目 　6,7番地 内幸町2丁目 　1番地

大手町2丁目 　4～5番地 鍛冶町1丁目 　1～10番地

鍛冶町2丁目 　1～5,7～14番地 霞が関3丁目 　5,6番地

紀尾井町 　1,3,4,6番地 九段北1丁目 　1～4,6～15番地

九段北2丁目 　1,3番地 九段北3丁目 　2～3番地

九段北4丁目 　1～3番地 九段南1丁目 　1,3～6番地

九段南2丁目 　1～9番地 九段南3丁目 　1～9番地

九段南4丁目 　1～8番地 猿楽町1丁目 　2～6番地

猿楽町2丁目 　1～8番地 外神田1丁目 　1～18番地

外神田2丁目 　1～19番地 外神田3丁目 　1～16番地

外神田4丁目 　1～14番地 外神田5丁目 　2～6番地

外神田6丁目 　1～16番地 永田町1丁目 　4,5,11番地

永田町2丁目 　4,7～9,12,13,17番地 西神田1丁目 　1～4番地

西神田2丁目 　1～8番地 西神田3丁目 　1,3,5番地

東神田1丁目 　1～17番地 東神田2丁目 　1～10番地

東神田3丁目 　1～8番地 一ツ橋2丁目 　5,6番地

平河町1丁目 　1～9番地 平河町2丁目 　1～4,8～16番地

富士見1丁目 　1～12番地 富士見2丁目 　1～6,10～15番地

丸の内1丁目 　7,10番地 丸の内3丁目 　6,7番地

三崎町1丁目 　1～4番地 三崎町2丁目 　1～22番地

三崎町3丁目 　1～10番地 有楽町1丁目 　2,3,6番地

有楽町2丁目 　1～4,8,9,番地 　東京都新宿区 　

市谷加賀町1丁目 　1～2番地 市谷加賀町2丁目 　1～6番地

大久保1丁目 　1～17番地 大久保2丁目 　1～33番地

大久保3丁目 　2,5,7,14,番地 歌舞伎町1丁目 　1～29番地

歌舞伎町2丁目 　1～42,45,46番地 上落合1丁目 　1～30番地

上落合2丁目 　1～29番地 上落合3丁目 　1～34番地

北新宿1丁目 　1～4,6～36番地 北新宿2丁目 　2～18,22番地

北新宿3丁目 　1～19,21～40番地 北新宿4丁目 　1～36番地

下落合1丁目 　1～11,13～17番地 下落合2丁目 　1～25番地

下落合3丁目 　1～22番地 下落合4丁目 　1～27番地

新宿1丁目 　1～36番地 新宿2丁目 　1～19番地

新宿3丁目 　1～38番地 新宿4丁目 　1～4番地

新宿5丁目 　1～18番地 新宿6丁目 　2～29番地

新宿7丁目 　1～27番地 高田馬場1丁目 　1～34番地

高田馬場2丁目 　1～19番地 高田馬場3丁目 　1～41,43～46番地

高田馬場4丁目 　1～14,16～41番地 戸山1丁目 　1～19番地

戸山3丁目 　3～14,16,21番地 中井1丁目 　1～13番地

中井2丁目 　1～30番地 中落合1丁目 　1～21番地

中落合2丁目 　1～27番地 中落合3丁目 　1～29番地

中落合4丁目 　1～32番地 西落合1丁目 　1～33番地

西落合2丁目 　1～25番地 西落合3丁目 　1～30番地

西落合4丁目 　1～25番地 西新宿1丁目 　2～19,21～23,25,26番地

西新宿3丁目 　1～18,20番地 西新宿4丁目 　1～41番地

西新宿5丁目 　1～25番地 西新宿6丁目 　2,7,11～13,15～20,25,26番地

西新宿7丁目 　1～23番地 西新宿8丁目 　1～15,18,19番地

西早稲田1丁目 　1～5,7～20,23番地 西早稲田2丁目 　1～21番地

西早稲田3丁目 　1～31番地 百人町1丁目 　1～25番地

百人町2丁目 　1～27番地 百人町3丁目 　2～18,20～22,28番地

百人町4丁目 　9番地 東京都文京区 　

大塚1丁目 　1～11番地 大塚2丁目 　1～17,19,20番地

大塚3丁目 　1～44番地 大塚4丁目 　1～53番地
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大塚5丁目 　1～41番地 大塚6丁目 　1～37番地

音羽1丁目 　1～28番地 音羽2丁目 　1～12番地

春日1丁目 　1～5,7～16番地 小石川1丁目 　1～5,7～18,21～28番地

小石川2丁目 　1～25番地 小石川3丁目 　1～22,24～39番地

小石川4丁目 　1～22番地 小石川5丁目 　1～22,24～41番地

後楽1丁目 　1～9番地 後楽2丁目 　1～3,5,6,10,13～23番地

小日向1丁目 　1～27番地 小日向2丁目 　1～12,16～31番地

小日向3丁目 　1～18番地 小日向4丁目 　1～9番地

水道1丁目 　1～12番地 水道2丁目 　1～19番地

関口1丁目 　1～21,23～45,47,48番地 関口2丁目 　2～11番地

関口3丁目 　1～18番地 千石1丁目 　1～29番地

千石2丁目 　1～34,36～46番地 千石3丁目 　1～41番地

千石4丁目 　1～46番地 千駄木1丁目 　1～23番地

千駄木2丁目 　1～49番地 千駄木3丁目 　1～52番地

千駄木4丁目 　1～24番地 千駄木5丁目 　1～50番地

西片1丁目 　1～15,17,19,20番地 西片2丁目 　1～25番地

根津1丁目 　1,3～5,14～28番地 根津2丁目 　1～37番地

白山1丁目 　1～37番地 白山2丁目 　1～22,24～39番地

白山3丁目 　1～6番地 白山4丁目 　1～37番地

白山5丁目 　1～36番地 本郷1丁目 　1～35番地

本郷2丁目 　1～40番地 本郷3丁目 　1～44番地

本郷4丁目 　1～37番地 本郷5丁目 　1～33番地

本郷6丁目 　1～26番地 本郷7丁目 　1～2番地

本駒込1丁目 　1～28番地 本駒込2丁目 　1～29番地

本駒込3丁目 　1～41番地 本駒込4丁目 　1～49番地

本駒込5丁目 　1～74番地 本駒込6丁目 　1～20,22～25番地

向丘1丁目 　1～20番地 向丘2丁目 　1～22,24～39番地

目白台1丁目 　1～26番地 目白台2丁目 　1～17番地

目白台3丁目 　1～29番地 弥生1丁目 　2～6番地

弥生2丁目 　1～20番地 湯島1丁目 　1～13番地

湯島2丁目 　1～33番地 湯島3丁目 　1～47番地

湯島4丁目 　1～12番地 　東京都台東区
浅草1丁目 　1～43番地 浅草2丁目 　1～35番地

浅草3丁目 　1～42番地 浅草4丁目 　1～49番地

浅草5丁目 　1～73番地 浅草6丁目 　1～47番地

浅草7丁目 　1～11番地 浅草橋1丁目 　1～16,18～36番地

浅草橋2丁目 　1～29番地 浅草橋3丁目 　1～34番地

浅草橋4丁目 　1～20番地 浅草橋5丁目 　1～29番地

池之端1丁目 　1～6番地 池之端2丁目 　1～9番地

池之端3丁目 　1～5番地 池之端4丁目 　1～26番地

今戸1丁目 　1～23番地 今戸2丁目 　1～11,13～39番地

入谷1丁目 　1～33番地 入谷2丁目 　1～22,24～39番地

上野1丁目 　1～20番地 上野2丁目 　1～14番地

上野3丁目 　1～29番地 上野4丁目 　1～10番地

上野5丁目 　1～27番地 上野6丁目 　1～16番地

上野7丁目 　2～15番地 上野桜木1丁目 　1～16番地

上野桜木2丁目 　1～25番地 雷門1丁目 　1～16番地

雷門2丁目 　1～20番地 北上野1丁目 　1～15番地

北上野2丁目 　1～32番地 清川1丁目 　1～35番地

清川2丁目 　1～22,24～39番地 蔵前1丁目 　1～8番地

蔵前2丁目 　1～18番地 蔵前3丁目 　1～22番地

蔵前4丁目 　1～37番地 小島1丁目 　1～18番地

小島2丁目 　1～21番地 寿1丁目 　1～21番地

寿2丁目 　1～10番地 寿3丁目 　1～21番地

寿4丁目 　1～16番地 駒形1丁目 　1～12番地

駒形2丁目 　1～7番地 下谷1丁目 　1～13番地

下谷2丁目 　1～24番地 下谷3丁目 　1～20番地

千束1丁目 　1～19番地 千束2丁目 　1～36番地

千束3丁目 　1～33番地 千束4丁目 　1～51番地

台東1丁目 　1～38番地 台東2丁目 　1～32番地

台東3丁目 　1～46番地 台東4丁目 　1～33番地

鳥越1丁目 　1～32番地 鳥越2丁目 　1～14番地
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西浅草1丁目 　1～9番地 西浅草2丁目 　1～27番地

西浅草3丁目 　1～29番地 日本堤1丁目 　1～40番地

日本堤2丁目 　1～22,24～39番地 根岸1丁目 　1～10番地

根岸2丁目 　1～23番地 根岸3丁目 　1～25番地

根岸4丁目 　1～19番地 根岸5丁目 　1～25番地

橋場1丁目 　1～36番地 橋場2丁目 　1～22番地

花川戸1丁目 　1～15番地 花川戸2丁目 　1～21番地

東浅草1丁目 　1～21番地 東浅草2丁目 　1～28番地

東上野1丁目 　1～28番地 東上野2丁目 　1～25番地

東上野3丁目 　1～22,24～39番地 東上野4丁目 　1～8,10～18,20～27番地

東上野5丁目 　1～24番地 東上野6丁目 　1～30番地

松が谷1丁目 　1～14番地 松が谷2丁目 　1～31番地

松が谷3丁目 　1～23番地 松が谷4丁目 　1～28番地

三筋1丁目 　1～17番地 三筋2丁目 　1～24番地

三ノ輪1丁目 　1～28番地 三ノ輪2丁目 　1～15番地

元浅草1丁目 　1～21番地 元浅草2丁目 　1～11番地

元浅草3丁目 　1～22番地 元浅草4丁目 　1～10番地

谷中1丁目 　1～7番地 谷中2丁目 　1～18番地

谷中3丁目 　1～25番地 谷中4丁目 　1～4番地

谷中5丁目 　1～11番地 谷中6丁目 　1～4番地

谷中7丁目 　1～21番地 柳橋1丁目 　1～32番地

柳橋2丁目 　1～22番地 竜泉1丁目 　1～34番地

竜泉2丁目 　1～7,9～20番地 竜泉3丁目 　1～44番地

　東京都墨田区 　 吾妻橋1丁目 　1～24番地

吾妻橋2丁目 　1～20番地 吾妻橋3丁目 　1～13番地

石原1丁目 　1～41番地 石原2丁目 　1～30番地

石原3丁目 　1～34番地 石原4丁目 　1～37番地

押上1丁目 　1,7～52番地 押上2丁目 　1～43番地

押上3丁目 　1～62番地 亀沢1丁目 　1～27番地

亀沢2丁目 　1～25番地 亀沢3丁目 　1～27番地

亀沢4丁目 　1～25番地 菊川1丁目 　1～18番地

菊川2丁目 　1～23番地 菊川3丁目 　1～23番地

京島1丁目 　1,2,6～53番地 京島2丁目 　1～27番地

京島3丁目 　1～12,14～21,23～68番地 錦糸1丁目 　1,2,4～17番地

錦糸2丁目 　2～14番地 錦糸3丁目 　2～14番地

錦糸4丁目 　1～18番地 江東橋1丁目 　1～16番地

江東橋2丁目 　1～19番地 江東橋3丁目 　1～14番地

江東橋4丁目 　1～31番地 江東橋5丁目 　1～16番地

墨田1丁目 　1,4～19番地 墨田2丁目 　1～43番地

墨田3丁目 　1～43番地 墨田4丁目 　1～62番地

墨田5丁目 　1～50番地 太平1丁目 　1～31番地

太平2丁目 　1～19番地 太平3丁目 　1～20番地

太平4丁目 　1～24番地 立花1丁目 　1～18,24～35番地

立花2丁目 　1～27,30,32,33番地 立花3丁目 　1～29番地

立花4丁目 　1～23,25～40番地 立花5丁目 　1～51番地

立花6丁目 　1～24番地 立川1丁目 　1～18番地

立川2丁目 　1～14番地 立川3丁目 　1～18番地

立川4丁目 　1～19番地 千歳1丁目 　1～9番地

千歳2丁目 　1～14番地 千歳3丁目 　1～18番地

堤通1丁目 　1～19番地 堤通2丁目 　15番地

業平1丁目 　1～22番地 業平2丁目 　1～19番地

業平3丁目 　1～17番地 業平4丁目 　1～18番地

業平5丁目 　1～15番地 東駒形1丁目 　1～19番地

東駒形2丁目 　1～22番地 東駒形3丁目 　1～25番地

東駒形4丁目 　1～25番地 東墨田1丁目 　1～11番地

東墨田2丁目 　1～27番地 東墨田3丁目 　1～21番地

東向島1丁目 　1～35番地 東向島2丁目 　1～49番地

東向島3丁目 　2～39番地 東向島4丁目 　1～43番地

東向島5丁目 　1～22,24～43番地 東向島6丁目 　1～64番地

文花1丁目 　1～33番地 文花2丁目 　1～20番地

文花3丁目 　1～24番地 本所1丁目 　1～36番地

本所2丁目 　1～20番地 本所3丁目 　1～17,19～29番地
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本所4丁目 　1～30番地 緑1丁目 　1～28番地

緑2丁目 　1～18,20～24番地 緑3丁目 　1～23番地

緑4丁目 　1～40番地 向島1丁目 　1～33番地

向島2丁目 　1～22番地 向島3丁目 　1～46番地

向島4丁目 　1～30番地 向島5丁目 　1～50番地

八広1丁目 　1～43番地 八広2丁目 　1～59番地

八広3丁目 　1～22,24～39番地 八広4丁目 　1～51番地

八広5丁目 　1～32番地 八広6丁目 　1～59番地

横網1丁目 　1～12番地 横網2丁目 　1～16番地

横川1丁目 　1～18番地 横川2丁目 　1～20番地

横川3丁目 　1～14番地 横川4丁目 　1～12番地

横川5丁目 　1～10番地 両国1丁目 　1～18番地

両国2丁目 　1～21番地 両国3丁目 　1～26番地

両国4丁目 　1～38番地 　東京都江東区 　

青海1丁目 　1～5番地 青海2丁目 　1～8番地

青海3丁目 　1～4番地 青海4丁目 　1～7番地

有明1丁目 　1～9番地 有明2丁目 　1～3,9～11番地

有明3丁目 　1～11,13～15番地 有明4丁目 　1～8番地

永代1丁目 　1～15番地 永代2丁目 　1～37番地

枝川1丁目 　1～15番地 枝川2丁目 　1～28番地

枝川3丁目 　1,3～11番地 越中島1丁目 　2～3番地

越中島2丁目 　1～3,5～16番地 越中島3丁目 　1～7番地

扇橋1丁目 　1～21番地 扇橋2丁目 　1～24番地

扇橋3丁目 　1～23番地 大島1丁目 　1～22,24～39番地

大島2丁目 　1～41番地 大島3丁目 　1～32番地

大島4丁目 　1～21番地 大島5丁目 　1～13,21,25～53番地

大島6丁目 　2,3,6～12,16～30番地 大島7丁目 　1～43番地

大島8丁目 　1～42番地 大島9丁目 　1,2～7,9,10番地

亀戸1丁目 　1～43番地 亀戸2丁目 　1～45番地

亀戸3丁目 　1～62番地 亀戸4丁目 　11～56番地

亀戸5丁目 　1～46番地 亀戸6丁目 　1～63番地

亀戸7丁目 　1～54,56～68番地 亀戸8丁目 　1～28番地

亀戸9丁目 　1～37番地 北砂1丁目 　1～19番地

北砂2丁目 　1～20番地 北砂3丁目 　1～38番地

北砂4丁目 　1～41番地 北砂5丁目 　1～19,21,22番地

北砂6丁目 　1～27番地 北砂7丁目 　1～9番地

木場1丁目 　1～5番地 木場2丁目 　1～21番地

木場3丁目 　1～19番地 木場4丁目 　1～3番地

木場5丁目 　1～12番地 木場6丁目 　1～15番地

清澄1丁目 　1～8番地 清澄2丁目 　1～15番地

清澄3丁目 　1～11番地 佐賀1丁目 　1～18番地

佐賀2丁目 　1,3～13番地 猿江1丁目 　1～23番地

塩浜1丁目 　1～6番地 塩浜2丁目 　1～17,20～29番地

潮見1丁目 　1～29番地 潮見2丁目 　1～12番地

東雲1丁目 　1,2,4～10番地 東雲2丁目 　1～16番地

白河1丁目 　1～7番地 白河2丁目 　1～23番地

白河3丁目 　1～18番地 白河4丁目 　1～9番地

新大橋1丁目 　1～13番地 新大橋2丁目 　1～21番地

新大橋3丁目 　1～18番地 新木場1丁目 　1～18番地

新木場2丁目 　1～15番地 新木場3丁目 　1～9番地

新木場4丁目 　1～7番地 新砂1丁目 　1～13番地

新砂2丁目 　1～5番地 新砂3丁目 　1～11番地

住吉1丁目 　1～19番地 住吉2丁目 　1～29番地

千石1丁目 　1～15番地 千石2丁目 　1～12番地

千石3丁目 　1～5番地 辰巳1丁目 　1～11番地

辰巳2丁目 　1～9番地 辰巳3丁目 　1～21番地

東陽1丁目 　1～22,24～39番地 東陽2丁目 　1～5番地

東陽3丁目 　1～28番地 東陽4丁目 　1～12番地

東陽5丁目 　1～32番地 東陽6丁目 　1～6番地

東陽7丁目 　1～5番地 常盤1丁目 　1～19番地

常盤2丁目 　1～15番地 富岡1丁目 　1～26番地

富岡2丁目 　1～13番地 豊洲1丁目 　1～3番地
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豊洲2丁目 　1～5番地 豊洲3丁目 　1～7番地

豊洲4丁目 　1～11番地 豊洲5丁目 　1～6番地

豊洲6丁目 　1～4番地 東砂1丁目 　1～6番地

東砂2丁目 　1～16番地 東砂3丁目 　1～31番地

東砂4丁目 　1～24番地 東砂5丁目 　1～21番地

東砂6丁目 　1～20番地 東砂7丁目 　1～19番地

東砂8丁目 　1～11,17～25番地 平野1丁目 　1～14番地

平野2丁目 　1～17番地 平野3丁目 　1～9番地

平野4丁目 　1～6,10～13番地 深川1丁目 　1,3～11番地

深川2丁目 　1～30番地 福住1丁目 　1～9,11～17番地

福住2丁目 　2～8番地 古石場1丁目 　1～13番地

古石場2丁目 　1～18番地 古石場3丁目 　1～13番地

牡丹1丁目 　1～16番地 牡丹2丁目 　1～13番地

牡丹3丁目 　1～33番地 南砂1丁目 　1～25番地

南砂2丁目 　1,2,4～38番地 南砂3丁目 　1,3,4～6,8～10,12～14番地

南砂4丁目 　1～19番地 南砂5丁目 　1～24番地

南砂6丁目 　1～11番地 南砂7丁目 　1～17番地

三好1丁目 　1～8番地 三好2丁目 　1～17番地

三好3丁目 　1～11番地 三好4丁目 　1,3～9番地

毛利1丁目 　1～7,9～21番地 毛利2丁目 　1～13番地

森下1丁目 　1～18番地 森下2丁目 　1～31番地

森下3丁目 　1～20番地 森下4丁目 　1～25番地

森下5丁目 　1～20番地 門前仲町1丁目 　1～20番地

門前仲町2丁目 　1～11番地 若洲1丁目 　1～2,4～5番地

若洲2丁目 　1～9番地 　東京都目黒区 　

青葉台1丁目 　1～30番地 青葉台2丁目 　1～21番地

青葉台3丁目 　1～22番地 青葉台4丁目 　1～9番地

大岡山1丁目 　1～37番地 大岡山2丁目 　1～12番地

大橋1丁目 　1～3,5～10番地 大橋2丁目 　1～24番

柿の木坂1丁目 　1～34番地 柿の木坂2丁目 　1～30番地

柿の木坂3丁目 　1～11番地 上目黒1丁目 　1～17,19～23,26番地

上目黒2丁目 　1,6～49番地 上目黒3丁目 　1～5,7～44番地

上目黒4丁目 　1～38,40～42番地 上目黒5丁目 　1～12,14～33番地

五本木1丁目 　1～39,41～46番地 五本木2丁目 　1～54番地

五本木3丁目 　1～33番地 駒場1丁目 　1～44番地

駒場2丁目 　1～20番地 駒場3丁目 　1～7,9～12番地

駒場4丁目 　1～9番地 下目黒2丁目 　1～24番地

下目黒3丁目 　1～24番地 下目黒4丁目 　1～23番地

下目黒5丁目 　1～19,21～37番地 下目黒6丁目 　1～19,21,22番地

自由が丘1丁目 　1～29,31番地 自由が丘2丁目 　1～20,22,23番地

自由が丘3丁目 　1～14,16～18番地 洗足1丁目 　1～30番地

洗足2丁目 　1,5～29番地 平町1丁目 　1～27番地

平町2丁目 　1～23番地 鷹番1丁目 　1～5,7～18番地

鷹番2丁目 　1～21番地 鷹番3丁目 　1,3～24番地

中央町1 丁目：1～21番地 中央町2丁目 　1～40番地

中町1丁目 　1～18,20～41番地 中町2丁目 　1～3,5～19,21～36,38～50番地

中根1丁目 　1～3,6～25番地 中根2丁目 　1～22番地

中目黒1丁目 　1～11番地 中目黒2丁目 　1～10番地

中目黒3丁目 　1～24番地 中目黒4丁目 　1～16番地

中目黒5丁目 　1～28番地 原町1丁目 　1～34番地

原町2丁目 　1～24番地 東が丘1丁目 　1～36番地

東が丘2丁目 　1～16番地 東山1丁目 　1～35番地

東山2丁目 　1～25番地 東山3丁目 　1～24番地

碑文谷1丁目 　1～28番地 碑文谷2丁目 　1～21番地

碑文谷3丁目 　1～19番地 碑文谷4丁目 　1～24番地

碑文谷5丁目 　1～12,14～29番地 碑文谷6丁目 　1～14番地

三田1丁目 　1～7,9～13番地 三田2丁目 　1～19番地

緑が丘1丁目 　1～7,9～18,20～23番地 緑が丘2丁目 　1～25番地

緑が丘3丁目 　1～11番地 南1丁目 　1～17,19～24番地

南2丁目 　1～15番地 南3丁目 　1～15番地

目黒1丁目 　1～25番地 目黒2丁目 　1～15番地

目黒3丁目 　1～21番地 目黒4丁目 　1～26番地
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目黒本町1丁目 　1～16番地 目黒本町2丁目 　1～18,20～28番地

目黒本町3丁目 　1～20番地 目黒本町4丁目 　1～25番地

目黒本町5丁目 　1～33番地 目黒本町6丁目 　1～24番地

八雲1丁目 　1～12番地 八雲2丁目 　1～25番地

八雲3丁目 　1～32番地 八雲4丁目 　1～20番地

八雲5丁目 　1～19番地 祐天寺1丁目 　1～32番地

祐天寺2丁目 　1～20番地 　東京都大田区 　

池上1丁目 　3～10,12～14,16～35番地 池上2丁目 　2～22番地

池上3丁目 　1～41番地 池上4丁目 　1～32番地

池上5丁目 　1～15,17～26番地 池上6丁目 　1～44番地

池上7丁目 　1～31番地 池上8丁目 　1～27番地

石川町1丁目 　1～17,19～30番地 鵜の木1丁目 　1～26番地

鵜の木2丁目 　1～49番地 鵜の木3丁目 　1～35番地

大森北1丁目 　1～5,7～39番地 大森北2丁目 　1～22番地

大森北3丁目 　1～44番地 大森北4丁目 　1～27番地

大森北5丁目 　1～16番地 大森北6丁目 　1～33番地

大森中1丁目 　1～22番地 大森中2丁目 　1～24番地

大森中3丁目 　1～36番地 大森西1丁目 　1～19番地

大森西2丁目 　1～33番地 大森西3丁目 　1～32番地

大森西4丁目 　1～18番地 大森西5丁目 　1～31番地

大森西6丁目 　1～17番地 大森西7丁目 　1～9番地

大森東1丁目 　1～28,30,32番地 大森東2丁目 　1～34番地

大森東3丁目 　1～27番地 大森東4丁目 　1～43番地

大森東5丁目 　1～37番地 大森本町1丁目 　1～11番地

大森本町2丁目 　1～33番地 大森南1丁目 　1～24番地

大森南2丁目 　1～25番地 大森南3丁目 　1～33番地

大森南4丁目 　1～15番地 大森南5丁目 　1～6番地

蒲田1丁目 　1～31番地 蒲田2丁目 　1～28番地

蒲田3丁目 　1～25番地 蒲田4丁目 　1～49番地

蒲田5丁目 　1～24,26～36,38～50番地 蒲田本町1丁目 　1～13番地

蒲田本町2丁目 　1～33番地 上池台1丁目 　1～35,37～53番地

上池台3丁目 　1～47番地 上池台4丁目 　1～47番地

上池台5丁目 　1～38番地 北糀谷1丁目 　1～24番地

北糀谷2丁目 　1～15番地 北千束1丁目 　1～42,44～69番地

北千束2丁目 　1～52番地 北千束3丁目 　1～26,28～36番地

北馬込1丁目 　1～33番地 北馬込2丁目 　1～54番地

北嶺町 　1～48番地 久が原1丁目 　1～22,24～39番地

久が原2丁目 　1～28番地 久が原3丁目 　1～42番地

久が原4丁目 　1～44番地 久が原5丁目 　1～20,22～26,28～33番地

久が原6丁目 　1～27番地 京浜島1丁目 　4番地

京浜島2丁目 　3,4,6～8,12,14～16,19～21番地 京浜島3丁目 　3,5番地

山王1丁目 　1～45番地 山王2丁目 　1～42番地

山王3丁目 　1～45番地 山王4丁目 　1～33番地

下丸子1丁目 　1～21番地 下丸子2丁目 　1～36番地

下丸子3丁目 　2,3,5～30番地 下丸子4丁目 　1～20番地

城南島2丁目 　1～6,8,9番地 城南島4丁目 　3～9番地

昭和島1丁目 　1～3,6番地 新蒲田1丁目 　2～14,18～23番地

新蒲田2丁目 　1～23番地 新蒲田3丁目 　1～32番地

多摩川1丁目 　1～36番地 多摩川2丁目 　1～30番地

千鳥1丁目 　1～26番地 千鳥2丁目 　1～41番地

千鳥3丁目 　1～22,24,25番地 中央1丁目 　1～21番地

中央2丁目 　1～14,16～25番地 中央3丁目 　1～34番地

中央4丁目 　1～36番地 中央5丁目 　1～30番地

中央6丁目 　1～30番地 中央7丁目 　1～17番地

中央8丁目 　1～8,10～46番地 田園調布1丁目 　1～50,52,54～62,64番地

田園調布2丁目 　1～56,58～61番地 田園調布3丁目 　1～49番地

田園調布4丁目 　1～48番地 田園調布5丁目 　1～57番地

東海1丁目 　3番地 東海3丁目 　4,6,8,9番地

東海4丁目 　1番地 仲池上1丁目 　1～33番地

仲池上2丁目 　1～30番地 中馬込1丁目 　1～20番地

中馬込2丁目 　1～26番地 中馬込3丁目 　1～29番地

仲六郷1丁目 　1,4～14,16～25,27～56番地 仲六郷2丁目 　1～45番地
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仲六郷3丁目 　1～20,22～32番地 仲六郷4丁目 　1～29,31～36番地

西蒲田1丁目 　1～23番地 西蒲田2丁目 　1～11番地

西蒲田3丁目 　1～24番地 西蒲田4丁目 　1～33番地

西蒲田5丁目 　1～20,24,27番地 西蒲田6丁目 　1～37番地

西蒲田7丁目 　1～67,70番地 西蒲田8丁目 　1～24番地

西糀谷1丁目 　1～31番地 西糀谷2丁目 　1～31番地

西糀谷3丁目 　1～37,39～44番地 西糀谷4丁目 　1～32番地

西馬込1丁目 　1～33番地 西馬込2丁目 　1～35番地

西嶺町 　1～35番地 西六郷1丁目 　1～5,7～50番地

西六郷2丁目 　1,2,,4～20,22～58番地 西六郷3丁目 　1～32番地

西六郷4丁目 　1～38番地 萩中1丁目 　1～14番地

萩中2丁目 　1～16番地 萩中3丁目 　1～24,27～30番地

羽田1丁目 　1～21番地 羽田2丁目 　1～32番地

羽田3丁目 　1～36番地 羽田4丁目 　1～6,8～22番地

羽田5丁目 　1～30番地 羽田6丁目 　1～34番地

羽田旭町 　1～5,7～16番地 東蒲田1丁目 　1～24番地

東蒲田2丁目 　1～7,9～37番地 東糀谷1丁目 　1～22番地

東糀谷2丁目 　1～14番地 東糀谷3丁目 　1～18番地

東糀谷4丁目 　1～11番地 東糀谷5丁目 　1～23番地

東糀谷6丁目 　1～10番地 東馬込1丁目 　1～50番地

東馬込2丁目 　1,3～8,10～19番地 東嶺町 　1～47番地

東矢口1丁目 　1～18番地 東矢口2丁目 　1～20番地

東矢口3丁目 　1～31番地 東雪谷1丁目 　1～3,6～35番地

東雪谷2丁目 　1～35番地 東雪谷3丁目 　1～32番地

東雪谷4丁目 　1～25番地 東雪谷5丁目 　1～40番地

東六郷1丁目 　1～28番地 東六郷2丁目 　1,22,4～20番地

東六郷3丁目 　1～6,8～17,19～26番地 平和島3丁目 　1～2,5番地

平和島4丁目 　1番地 平和島5丁目 　1～6,8～11番地

平和島6丁目 　4～5番地 本羽田1丁目 　1～32番地

本羽田2丁目 　1～16番地 本羽田3丁目 　1～30番地

南蒲田1丁目 　1～22,24～26番地 南蒲田2丁目 　1～4,6～16,18～30番地

南蒲田3丁目 　1～16番地 南久が原1丁目 　1～25番地

南久が原2丁目 　1～33番地 南千束1丁目 　1～29,31,32,34番地

南千束2丁目 　1～11,14～23,25～32番地 南千束3丁目 　1～36番地

南馬込1丁目 　1～60番地 南馬込2丁目 　1～31番地

南馬込3丁目 　1～22,24～39番地 南馬込4丁目 　1～49番地

南馬込5丁目 　1～44番地 南馬込6丁目 　1～35,37番地

南雪谷1丁目 　1～20番地 南雪谷2丁目 　1～21番地

南雪谷3丁目 　1～22番地 南雪谷4丁目 　1～25番地

南雪谷5丁目 　1～21番地 南六郷1丁目 　1～21,23～35番地

南六郷2丁目 　1～21,23～34,36,38,39番地 南六郷3丁目 　1,3～11,13～17,19～24番地

矢口1丁目 　1～29番地 矢口2丁目 　1～33番地

矢口3丁目 　1～34番地 雪谷大塚町 　1～11,13～23番地

　東京都世田谷区 　 赤堤1丁目 　1～43番地

赤堤2丁目 　1～51番地 赤堤3丁目 　1～38番地

赤堤4丁目 　1～48番地 赤堤5丁目 　1～43番地

池尻1丁目 　1～11番地 池尻2丁目 　1～37番地

池尻3丁目 　1～30番地 池尻4丁目 　1～5,7～39番地

宇奈根1丁目 　1～43番地 宇奈根2丁目 　1～27番地

宇奈根3丁目 　1～14番地 梅丘1丁目 　1～62番地

梅丘2丁目 　1～34番地 梅丘3丁目 　1～19番地

大蔵1丁目 　1～16番地 大蔵2丁目 　1～14番地

大蔵3丁目 　6番地 大蔵4丁目 　1～7番地

大蔵5丁目 　1～28番地 大蔵6丁目 　1～20番地

大原1丁目 　1～63番地 大原2丁目 　1～32番地

岡本1丁目 　1～38番地 岡本2丁目 　1～35番地

岡本3丁目 　1～41番地 奥沢1丁目 　2～65番地

奥沢2丁目 　1～49番地 奥沢3丁目 　1～47番地

奥沢4丁目 　1～36番地 奥沢5丁目 　1～42番地

奥沢6丁目 　1～34番地 奥沢7丁目 　1～53番地

奥沢8丁目 　1～37番地 尾山台1丁目 　1～19番地

尾山台2丁目 　1～32番地 尾山台3丁目 　1,3～34番地
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粕谷1丁目 　6～19,23番地 粕谷2丁目 　1～24番地

粕谷3丁目 　1～33番地 粕谷4丁目 　1～25番地

鎌田1丁目 　2～20番地 鎌田2丁目 　1～26番地

鎌田3丁目 　1～35番地 鎌田4丁目 　1～18番地

上馬1丁目 　1～36番地 上馬2丁目 　1～38番地

上馬3丁目 　1～18番地 上馬4丁目 　1～41番地

上馬5丁目 　1～40番地 上北沢1丁目 　1～31,33～40番地

上北沢3丁目 　1～36番地 上北沢4丁目 　1～35番地

上北沢5丁目 　1～15,17～29,31～41,43～52番地 上祖師谷1丁目 　1～11,13～24,26～41番地

上祖師谷2丁目 　1～38番地 上祖師谷3丁目 　1～6,10,12～20,23番地

上祖師谷4丁目 　2～26,32～39番地 上祖師谷5丁目 　1～15,17～32番地

上祖師谷6丁目 　1～31番地 上祖師谷7丁目 　1～10,12～20,22～30番地

上野毛1丁目 　1～34番地 上野毛2丁目 　1～28番地

上野毛3丁目 　1～8,10～26番地 上野毛4丁目 　1～22,24～39番地

上用賀1丁目 　1～26番地 上用賀2丁目 　1～5番地

上用賀3丁目 　1～14,16～18,20番地 上用賀4丁目 　1～13,15～37番地

上用賀5丁目 　1～5,7～27番地 上用賀6丁目 　1～28,30～33番地

北烏山1丁目 　1～5,7～63番地 北烏山2丁目 　1～14番地

北烏山3丁目 　1～26番地 北烏山4丁目 　1～45番地

北烏山5丁目 　1～18,20～23番地 北烏山6丁目 　1～32番地

北烏山7丁目 　2～6,8～33番地 北烏山8丁目 　1～10,12～31番地

北烏山9丁目 　1～32番地 北沢1丁目 　1～47番地

北沢2丁目 　1～40番地 北沢3丁目 　1～34番地

北沢4丁目 　1～33番地 北沢5丁目 　1～43番地

喜多見1丁目 　1～6,8～33番地 喜多見2丁目 　1～8,10番地

喜多見3丁目 　1～25番地 喜多見4丁目 　1～20,22～36番地

喜多見5丁目 　1～27番地 喜多見6丁目 　1～25番地

喜多見7丁目 　1～36番地 喜多見8丁目 　1～19,21～24番地

喜多見9丁目 　1～24,26,27番地 砧1丁目 　1～34番地

砧2丁目 　1～12,14,15,17～23番地 砧3丁目 　1～36番地

砧4丁目 　1～38番地 砧5丁目 　1～25番地

砧6丁目 　1～42番地 砧7丁目 　1～18番地

砧8丁目 　1～34番地 給田1丁目 　1～20番地

給田2丁目 　1～22番地 給田3丁目 　1～34番地

給田4丁目 　1～28,30～32番地 給田5丁目 　1～20番地

経堂1丁目 　1～41番地 経堂2丁目 　1～33番地

経堂3丁目 　1～38番地 経堂4丁目 　1～41番地

経堂5丁目 　1～38番地 豪徳寺1丁目 　1～56番地

豪徳寺2丁目 　1～31番地 駒沢1丁目 　：1～22,24番地

駒沢2丁目 　1～61番地 駒沢3丁目 　1～19,21～28番地

駒沢4丁目 　1～35番地 駒沢5丁目 　1～27番地

桜1丁目 　1～36,48～53,56～67番地 桜2丁目 　1～4,7～22番地

桜3丁目 　1～32番地 桜丘1丁目 　2～19番地

桜丘2丁目 　1～11,14～22,24～29番地 桜丘3丁目 　1,4～37番地

桜丘4丁目 　1～28番地 桜丘5丁目 　1～52番地

桜上水1丁目 　1～29番地 桜上水2丁目 　1～26番地

桜上水3丁目 　1～25番地 桜上水4丁目 　1～25番地

桜上水5丁目 　1～42番地 桜新町1丁目 　1～41番地

桜新町2丁目 　1～31番地 三軒茶屋1丁目 　1～41番地

三軒茶屋2丁目 　1～56番地 下馬1丁目 　1～56番地

下馬2丁目 　1～44番地 下馬3丁目 　1～40番地

下馬4丁目 　2～29番地 下馬5丁目 　1～41番地

下馬6丁目 　1～54番地 新町1丁目 　1～29,32～36番地

新町2丁目 　1～19,21～38番地 新町3丁目 　1～30番地

成城1丁目 　1～35番地 成城2丁目 　1～41番地

成城3丁目 　1～16,18～26番地 成城4丁目 　1～33番地

成城5丁目 　1～26番地 成城6丁目 　1～33番地

成城7丁目 　1～35番地 成城8丁目 　1～33番地

成城9丁目 　1～5,7～24,26～32番地 瀬田1丁目 　1～31番地

瀬田2丁目 　1～32番地 瀬田3丁目 　1～15番地

瀬田4丁目 　1～5,7～41番地 瀬田5丁目 　1～41番地

世田谷1丁目 　1～48番地 世田谷2丁目 　1～32番地
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世田谷3丁目 　1～26番地 世田谷4丁目 　1～28番地

祖師谷1丁目 　1～6,8～37番地 祖師谷2丁目 　1～4,6～10番地

祖師谷3丁目 　1～52番地 祖師谷4丁目 　1～28,30～36番地

祖師谷5丁目 　1～48番地 祖師谷6丁目 　1～33番地

代沢1丁目 　1～37番地 代沢2丁目 　1～48番地

代沢3丁目 　1～27番地 代沢4丁目 　1～46番地

代沢5丁目 　1～36番地 太子堂1丁目 　1～16番地

太子堂2丁目 　1～38番地 太子堂3丁目 　1～38番地

太子堂4丁目 　1,3～20,22～33番地 太子堂5丁目 　1～35番地

代田1丁目 　1～47番地 代田2丁目 　1～36番地

代田3丁目 　1～58番地 代田4丁目 　1～38番地

代田5丁目 　1～35番地 代田6丁目 　1～34番地

玉川1丁目 　1～11,14,17～19番地 玉川2丁目 　1,4～28番地

玉川3丁目 　1,3～17,19～41番地 玉川4丁目 　1～5,7～39番地

玉川台1丁目 　1～17番地 玉川台2丁目 　1～25,28～39番地

玉川田園調布1丁目 　1～18,20～21番地 玉川田園調布2丁目 　1～17番地

玉堤1丁目 　1～29番地 玉堤2丁目 　1～15番地

千歳台1丁目 　1～4,7,10～41番地 千歳台2丁目 　1～46番地

千歳台3丁目 　1～31番地 千歳台4丁目 　1～24,26,29,30番地

千歳台5丁目 　1～25番地 千歳台6丁目 　1～4,6,8～17番地

弦巻1丁目 　1～52番地 弦巻2丁目 　1～18,20～41番地

弦巻3丁目 　1～30番地 弦巻4丁目 　1～34番地

弦巻5丁目 　1～3,5～22,26～36番地 等々力1丁目 　1～34番地

等々力2丁目 　1～40番地 等々力3丁目 　1～33番地

等々力4丁目 　1～24番地 等々力5丁目 　1～31番地

等々力6丁目 　1～13,15～40番地 等々力7丁目 　1～27番地

等々力8丁目 　1～26番地 中町1丁目 　1～27番地

中町2丁目 　1～41番地 中町3丁目 　1～34番地

中町4丁目 　1～20,22,24～38番地 中町5丁目 　1～41番地

野毛1丁目 　1～23,26番地 野毛2丁目 　1～30番地

野毛3丁目 　1～10,13～22番地 野沢1丁目 　1～35番地

野沢2丁目 　1～34番地 野沢3丁目 　1～40番地

野沢4丁目 　1～24番地 八幡山1丁目 　1～27番地

八幡山2丁目 　1～25番地 八幡山3丁目 　1～6,9～40番地

羽根木1丁目 　1～32番地 羽根木2丁目 　1～41番地

東玉川1丁目 　1～41番地 東玉川2丁目 　1～41番地

深沢1丁目 　1～32,37～41番地 深沢2丁目 　2～19番地

深沢3丁目 　1～31番地 深沢4丁目 　1～36番地

深沢5丁目 　1～37,39番地 深沢6丁目 　1～35番地

深沢7丁目 　2～25番地 深沢8丁目 　1～19番地

船橋1丁目 　1～55番地 船橋2丁目 　1～15,17～25番地

船橋3丁目 　1～17,19,20,22～26番地 船橋4丁目 　1～10,13～30,35～43番地

船橋5丁目 　1～5,7～16,18～35番地 船橋6丁目 　1～27番地

船橋7丁目 　1～17,19～26番地 松原1丁目 　1～58番地

松原2丁目 　1～46番地 松原3丁目 　1～42番地

松原4丁目 　1～37番地 松原5丁目 　1～61番地

松原6丁目 　1～43番地 三宿1丁目 　1～30番地

三宿2丁目 　1～22,24～39番地 南烏山1丁目 　1～31番地

南烏山2丁目 　1～33,35～38番地 南烏山3丁目 　1～25番地

南烏山4丁目 　1～28番地 南烏山5丁目 　1～36番地

南烏山6丁目 　2～38番地 宮坂1丁目 　1～46番地

宮坂2丁目 　1～28番地 宮坂3丁目 　1～52番地

用賀1丁目 　1～27番地 用賀2丁目 　1～41番地

用賀3丁目 　1～27番地 用賀4丁目 　1～5,7,9～38番地

若林1丁目 　1～41番地 若林2丁目 　1～41番地

若林3丁目 　1～37番地 若林4丁目 　1～41番地

若林5丁目 　1～41番地 　東京都渋谷区 　

上原1丁目 　1～47番地 上原2丁目 　1～48番地

上原3丁目 　1～46番地 鶯谷町 　1～19番地

恵比寿1丁目 　1～35番地 恵比寿2丁目 　1～22,24～39番地

恵比寿3丁目 　1～48番地 恵比寿4丁目 　1～28番地

恵比寿西1丁目 　1～36番地 恵比寿西2丁目 　1～21番地
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恵比寿南1丁目 　1～26番地 恵比寿南2丁目 　1～16,18～31番地

恵比寿南3丁目 　1～12番地 笹塚1丁目 　1～48,50,52～64番地

笹塚2丁目 　1～49番地 笹塚3丁目 　1～48,50～64番地

渋谷1丁目 　1～27番地 渋谷2丁目 　1～24番地

渋谷3丁目 　1～29番地 渋谷4丁目 　1～6番地

松濤1丁目 　1～30番地 松濤2丁目 　1～22番地

神宮前1丁目 　1～24番地 神宮前2丁目 　1～35番地

神宮前3丁目 　1～42番地 神宮前4丁目 　1～32番地

神宮前5丁目 　1～53番地 神宮前6丁目 　1～35番地

神南1丁目 　1～23番地 神南2丁目 　1～3番地

千駄ケ谷1丁目 　1～15,1736番地 千駄ケ谷2丁目 　1～11,24,28～39番地

千駄ケ谷3丁目 　1～41,50～63番地 千駄ケ谷4丁目 　1～31番地

千駄ケ谷5丁目 　1～6,8～35番地 道玄坂1丁目 　1～22番地

道玄坂2丁目 　3～30番地 富ケ谷1丁目 　1～53番地

富ケ谷2丁目 　1～45番地 南平台町： 1～20番地

西原1丁目 　1～50番地 西原2丁目 　1～53番地

西原3丁目 　1～8,11～49番地 幡ケ谷1丁目 　1～34番地

幡ケ谷2丁目 　1～33,35～50,52～56番地 幡ケ谷3丁目 　1～81番地

初台1丁目 　1～55番地 初台2丁目 　1～11,13～31番地

東1丁目 　1～36番地 東2丁目 　1～29番地

東3丁目 　1～27番地 東4丁目 　1～14番地

広尾1丁目 　1～16番地 広尾2丁目 　1～22番地

広尾3丁目 　1～17番地 広尾4丁目 　1～3番地

広尾5丁目 　1～25番地 本町1丁目 　1～49,51～63番地

本町2丁目 　1～48番地 本町3丁目 　1～54番地

本町4丁目 　1,2,4～54番地 本町5丁目 　1～47番地

本町6丁目 　1～30,32～43番地 代々木1丁目 　1～60番地

代々木2丁目 　1～45番地 代々木3丁目 　1～59番地

代々木4丁目 　1～62番地 代々木5丁目 　1～3,5～68番地

代々木神園町 　1～4番地 　東京都中野区 　

新井1丁目 　1～43番地 新井2丁目 　1～43,45～51番地

新井3丁目 　1～9,12～28,30～36,38番地 新井4丁目 　1～18,20～32番地

新井5丁目 　1～33番地 江古田1丁目 　1～43番地

江古田2丁目 　1～24番地 江古田3丁目 　1～7,9～15番地

江古田4丁目 　1～43番地 江原町1丁目 　1～26,28～30,32～34,36～47番地

江原町2丁目 　1～9,11～31番地 江原町3丁目 　1～22,24～39番地

上鷺宮1丁目 　1～13,15～26番地 上鷺宮2丁目 　1～10,12,13,15～24番地

上鷺宮3丁目 　1～3,5～12,14～17番地 上鷺宮4丁目 　1～20番地

上鷺宮5丁目 　1～30番地 上高田1丁目 　1～50番地

上高田2丁目 　1～58番地 上高田3丁目 　1～18,20～41番地

上高田4丁目 　1～9,11～41,43～48番地 上高田5丁目 　1～4,8,10～15,17～47番地

鷺宮1丁目 　1～31番地 鷺宮2丁目 　1～18番地

鷺宮3丁目 　1～47番地 鷺宮4丁目 　1～46番地

鷺宮5丁目 　1～24番地 鷺宮6丁目 　1～31番地

白鷺1丁目 　1～3,5～31番地 白鷺2丁目 　1～51番地

白鷺3丁目 　1～27番地 中央1丁目 　1～37,40～52番地

中央2丁目 　1,2,4～59番地 中央3丁目 　1～18,20～51番地

中央4丁目 　1～61番地 中央5丁目 　1～42,44～49番地

中野1丁目 　1～63番地 中野2丁目 　1～23,25～30番地

中野3丁目 　1～15,17,19～50番地 中野4丁目 　1,2,4～7,9,11,12,14～20,23番地

中野5丁目 　1～30,32～68番地 中野6丁目 　1～32番地

沼袋1丁目 　1～34,36～45番地 沼袋2丁目 　1～40番地

沼袋3丁目 　1～34番地 沼袋4丁目 　1～41番地

野方1丁目 　1～58番地 野方2丁目 　1～69番地

野方3丁目 　1～30番地 野方4丁目 　1～46番地

野方5丁目 　1～5,7～35番地 野方6丁目 　1～53番地

東中野1丁目 　1～59番地 東中野2丁目 　1～17,19～36番地

東中野3丁目 　1～24番地 東中野4丁目 　1～30番地

東中野5丁目 　1～11,13～30番地 本町1丁目 　1～32番地

本町2丁目 　1～54番地 本町3丁目 　1～33番地

本町4丁目 　1～48番地 本町5丁目 　1～48番地

本町6丁目 　1～45番地 松が丘1丁目 　1～35番地
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松が丘2丁目 　1～37番地 丸山1丁目 　1～28番地

丸山2丁目 　1～28番地 南台1丁目 　1～15番地

南台2丁目 　1～52番地 南台3丁目 　1～9,11～46番地

南台4丁目 　1～65番地 南台5丁目 　1～34番地

大和町1丁目 　1～68番地 大和町2丁目 　1～26,28～49番地

大和町3丁目 　1～44番地 大和町4丁目 　1～53番地

弥生町1丁目 　1～60番地 弥生町2丁目 　1～53番地

弥生町3丁目 　1～5,7～36番地 弥生町4丁目 　1～37番地

弥生町5丁目 　1～20,22～27番地 弥生町6丁目 　1～14番地

若宮1丁目 　1～59番地 若宮2丁目 　1～57,59,60番地

若宮3丁目 　1～56,58番地 　東京都杉並区 　

阿佐谷北1丁目 　1～49番地 阿佐谷北2丁目 　1～38番地

阿佐谷北3丁目 　1～43番地 阿佐谷北4丁目 　1～30番地

阿佐谷北5丁目 　1～48番地 阿佐谷北6丁目 　1～49番地

阿佐谷南1丁目 　1～48番地 阿佐谷南2丁目 　1～35番地

阿佐谷南3丁目 　1～35,37～51番地 天沼1丁目 　1～46番地

天沼2丁目 　1～46番地 天沼3丁目 　1～22,24～39番地

井草1丁目 　1～31,33～52番地 井草2丁目 　1～35番地

井草3丁目 　1～4,6～14,16～32番地 井草4丁目 　1～22番地

井草5丁目 　1～19番地 和泉1丁目 　1～55番地

和泉2丁目 　1～13,15～46番地 和泉3丁目 　1～63番地

和泉4丁目 　1～51番地 今川1丁目 　1～19番地

今川2丁目 　1～6,8,,10～15,20～24番地 今川3丁目 　1～22,27～31番地

今川4丁目 　1～28番地 梅里1丁目 　1～22番地

梅里2丁目 　1～40番地 永福1丁目 　1～7,10,12～44番地

永福2丁目 　1～60番地 永福3丁目 　1～35,37～57番地

永福4丁目 　1～33番地 大宮1丁目 　1～22番地

大宮2丁目 　1,2,4～18,21～26番地 荻窪1丁目 　1～60番地

荻窪2丁目 　1～44番地 荻窪3丁目 　1～48番地

荻窪4丁目 　1～33番地 荻窪5丁目 　1～31番地

上井草1丁目 　1～33番地 上井草２丁目 　1～5,7～45番地

上井草3丁目 　1～26,29～33,35,37,38番地 上井草4丁目 　1～16,18～27番地

上荻1丁目 　1,4～8,10～25番地 上荻2丁目 　1～42番地

上荻3丁目 　1～29番地 上荻4丁目 　1～30番地

上高井戸1丁目 　1～32番地 上高井戸2丁目 　1～19番地

上高井戸3丁目 　1～12番地 久我山1丁目 　1～8,10～13番地

久我山2丁目 　1,3～19,23～25,27,28番地 久我山3丁目 　1～47番地

久我山4丁目 　1～48,50番地 久我山5丁目 　1～22,24～39番地

高円寺北1丁目 　1～27番地 高円寺北2丁目 　1～41番地

高円寺北3丁目 　1～45番地 高円寺北4丁目 　1～45番地

高円寺南1丁目 　1～34番地 高円寺南2丁目 　1～54番地

高円寺南3丁目 　1～63,66番地 高円寺南4丁目 　1～45,50番地

高円寺南5丁目 　1～40,44番地 清水1丁目 　1～38番地

清水2丁目 　1～25番地 清水3丁目 　1～31番地

下井草1丁目 　1～32番地 下井草2丁目 　1～44番地

下井草3丁目 　1～41番地 下井草4丁目 　1～34番地

下井草5丁目 　1～23番地 下高井戸1丁目 　1～41番地

下高井戸2丁目 　1～29番地 下高井戸3丁目 　1～23,25,27～41番地

下高井戸4丁目 　1～45番地 下高井戸5丁目 　1～16,18～26番地

松庵1丁目 　1～23番地 松庵2丁目 　1～23番地

松庵3丁目 　1～40番地 善福寺1丁目 　1～34番地

善福寺2丁目 　1～5,8,9～21,23～30,32～39番地 善福寺3丁目 　1～17,19～34番地

善福寺4丁目 　1～28番地 高井戸西1丁目 　1～21,23～27,29,32～36番地

高井戸西2丁目 　1・3・4・6・7～18番地 高井戸西3丁目 　1～16番地

高井戸東1丁目 　1～13,16～27,29～32番地 高井戸東2丁目 　1～29番地

高井戸東3丁目 　1～6,8～36番地 高井戸東4丁目 　1～28番地

成田西1丁目 　1～30番地 成田西2丁目 　1～24番地

成田西3丁目 　1～3,5～20番地 成田西4丁目 　2～4,6～11,13～15番地

成田東1丁目 　1～20,22～51番地 成田東2丁目 　1～22,24～39番地

成田東3丁目 　1～37番地 成田東4丁目 　1,2,4～39番地

成田東5丁目 　1～42番地 西荻北1丁目 　1～20番地

西荻北2丁目 　1～22,24～39番地 西荻北3丁目 　1～45番地
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西荻北4丁目 　1～40番地 西荻北5丁目 　1～26番地

西荻南1丁目 　1～23番地 西荻南2丁目 　1～30番地

西荻南3丁目 　1～12,14～23,25番地 西荻南4丁目 　1～34番地

浜田山1丁目 　1～36番地 浜田山2丁目 　1～24番地

浜田山3丁目 　1～37番地 浜田山4丁目 　1～22,25～34番地

方南1丁目 　1～53番地 方南2丁目 　：2～8,10～30番地

堀ノ内1丁目 　1～27番地 堀ノ内2丁目 　1～41番地

堀ノ内3丁目 　1～52番地 本天沼1丁目 　1～28番地

本天沼2丁目 　1～47番地 本天沼3丁目 　1～44番地

松ノ木1丁目 　1～13番地 松ノ木2丁目 　1～41番地

松ノ木3丁目 　1～33番地 南荻窪1丁目 　1～43番地

南荻窪2丁目 　1～40番地 南荻窪3丁目 　1～32,34番地

南荻窪4丁目 　1～45番地 宮前1丁目 　1～20番地

宮前2丁目 　1～30番地 宮前3丁目 　1～35番地

宮前4丁目 　1～34番地 宮前5丁目 　1～26番地

桃井1丁目 　1～40番地 桃井2丁目 　1～5,7～24番地

桃井3丁目 　1～4番地 桃井4丁目 　1～17番地

和田1丁目 　1～71番地 和田2丁目 　1～4,6～47番地

和田3丁目 　1～62番地 　　東京都豊島区 　

池袋1丁目 　1～16番地 池袋2丁目 　1～78番地

池袋3丁目 　1～71番地 池袋4丁目 　1～36番地

池袋本町1丁目 　1～46番地 池袋本町2丁目 　1～16,18～39番地

池袋本町3丁目 　1～34番地 池袋本町4丁目 　1～7,9～50番地

要町1丁目 　1～49番地 要町2丁目 　1～36番地

要町3丁目 　1～59番地 上池袋1丁目 　1～22,24～39番地

上池袋2丁目 　1～5,7～45番地 上池袋3丁目 　1～47番地

上池袋4丁目 　1～47番地 北大塚1丁目 　1～34番地

北大塚2丁目 　1～34番地 北大塚3丁目 　1～34番地

駒込1丁目 　1～44番地 駒込2丁目 　1～17番地

駒込3丁目 　1～30番地 駒込4丁目 　1～15番地

駒込5丁目 　1～5番地 駒込6丁目 　1～35番地

駒込7丁目 　1～17番地 巣鴨1丁目 　1～51番地

巣鴨2丁目 　1～17番地 巣鴨3丁目 　1～22,24～39番地

巣鴨4丁目 　1～44番地 巣鴨5丁目 　1～51番地

千川1丁目 　1～33番地 千川2丁目 　1～40番地

雑司が谷1丁目 　1～53番地 雑司が谷2丁目 　1～28番地

雑司が谷3丁目 　1～23番地 高田1丁目 　1～38,40番地

高田2丁目 　1～12,16～18番地 高田3丁目 　2～42番地

高松1丁目 　1～22番地 高松2丁目 　1～57番地

高松3丁目 　1～12番地 千早1丁目 　1～36番地

千早2丁目 　1～44番地 千早3丁目 　1～46番地

千早4丁目 　1～45番地 長崎1丁目 　1～28番地

長崎2丁目 　1～35番地 長崎3丁目 　1～29番地

長崎4丁目 　1～49番地 長崎5丁目 　1～33番地

長崎6丁目 　1～40番地 西池袋1丁目 　2～44番地

西池袋2丁目 　1～42番地 西池袋3丁目 　1～36番地

西池袋4丁目 　1～40番地 西池袋5丁目 　1～5,8～28番地

西巣鴨1丁目 　1～38番地 西巣鴨2丁目 　1～22,24～39番地

西巣鴨3丁目 　1～27番地 西巣鴨4丁目 　1～31番地

東池袋1丁目 　1～50番地 東池袋2丁目 　1～63番地

東池袋3丁目 　1～23番地 東池袋4丁目 　1～8,14～18,21～27,29～42番地

東池袋5丁目 　1～52番地 南池袋1丁目 　1～28番地

南池袋2丁目 　1～49番地 南池袋3丁目 　1～25番地

南池袋4丁目 　1～25番地 南大塚1丁目 　1～60番地

南大塚2丁目 　1～46番地 南大塚3丁目 　1～55番地

南長崎1丁目 　1～25番地 南長崎2丁目 　1～25番地

南長崎3丁目 　1～42番地 南長崎4丁目 　1～44番地

南長崎5丁目 　1～33番地 南長崎6丁目 　1～38番地

目白1丁目 　1～7番地 目白2丁目 　1～22,24～39番地

目白3丁目 　1～29番地 目白4丁目 　1～36番地

目白5丁目 　1～31番地 　　東京都北区 　

赤羽1丁目 　1～67番地 赤羽2丁目 　1～70番地
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赤羽3丁目 　1～29番地 赤羽北1丁目 　1～25番地

赤羽北2丁目 　1～36番地 赤羽北3丁目 　1～27番地

赤羽台1丁目 　1～9番地 赤羽台2丁目 　1～4番地

赤羽台3丁目 　1～30番地 赤羽台4丁目 　1,2,5～19番地

赤羽西1丁目 　1～7,15～41番地 赤羽西2丁目 　1～33番地

赤羽西3丁目 　1～37番地 赤羽西4丁目 　1～54番地

赤羽西5丁目 　1～7,11,12番地 赤羽西6丁目 　1～38番地

赤羽南1丁目 　1～32番地 赤羽南2丁目 　1～23番地

浮間1丁目 　1～9,11～15番地 浮間2丁目 　1～7,9～27,29～32番地

浮間3丁目 　1～35番地 浮間4丁目 　1～32番地

浮間5丁目 　1～17番地 王子1丁目 　1～30番地

王子2丁目 　1～4,6～32番地 王子3丁目 　1～24番地

王子4丁目 　1～10,12～28番地 王子5丁目 　1,3～29番地

王子6丁目 　1～10番地 王子本町1丁目 　1～5,7～30番地

王子本町2丁目 　1～32番地 王子本町3丁目 　1,4～12番地

上十条1丁目 　1～29番地 上十条2丁目 　1～12,14～31番地

上十条3丁目 　1～29番地 上十条4丁目 　1～15,17～21番地

上十条5丁目 　1～48番地 上中里1丁目 　1～27,30～47番地

上中里2丁目 　1～45番地 上中里3丁目 　1～21番地

神谷1丁目 　1,2,5～33番地 神谷2丁目 　1～11,13～39,41～51番地

神谷3丁目 　1～58番地 岸町1丁目 　1～17番地

岸町2丁目 　1～11番地 桐ケ丘1丁目 　1～5,7,9～18,20～23番地

桐ケ丘2丁目 　1～18番地 志茂1丁目 　1～36番地

志茂2丁目 　1～64番地 志茂3丁目 　1～46番地

志茂4丁目 　1～48番地 志茂5丁目 　1～41,45番地

十条台1丁目 　1～9番地 十条台2丁目 　1～6番地

十条仲原1丁目 　1～29番地 十条仲原2丁目 　1～16番地

十条仲原3丁目 　1～22番地 十条仲原4丁目 　1,2,5～21番地

昭和町1丁目 　1～12番地 昭和町2丁目 　1～20番地

昭和町3丁目 　1～10番地 滝野川1丁目 　1～93番地

滝野川2丁目 　1～8,10～52,54～60番地 滝野川3丁目 　1～72,75,77～80,84～88番地

滝野川4丁目 　1～34番地 滝野川5丁目 　1～58番地

滝野川6丁目 　1～19,21～86番地 滝野川7丁目 　1～51番地

田端1丁目 　1～31番地 田端2丁目 　1～12番地

田端3丁目 　1～25番地 田端4丁目 　1～21番地

田端5丁目 　1～16番地 田端6丁目 　1～12番地

田端新町1丁目 　1～31番地 田端新町2丁目 　1～32番地

田端新町3丁目 　1～37番地 豊島1丁目 　1～22,24～39番地

豊島2丁目 　1～26番地 豊島3丁目 　1～11,13～28番地

豊島4丁目 　1～18番地 豊島5丁目 　1～6番地

豊島6丁目 　1～15番地 豊島7丁目 　1～31,33番地

豊島8丁目 　1～26,28～33番地 中里1丁目 　1～38番地

中里2丁目 　1～28番地 中里3丁目 　1～25番地

中十条1丁目 　1～29番地 中十条2丁目 　1～24番地

中十条3丁目 　1～36番地 中十条4丁目 　1～17番地

西が丘1丁目 　1～48番地 西が丘2丁目 　1～28番地

西が丘3丁目 　1～17番地 西ケ原1丁目 　1～65番地

西ケ原2丁目 　1～4,6～15,17～46番地 西ケ原3丁目 　1～66番地

西ケ原4丁目 　1～66番地 東十条1丁目 　1,3～24番地

東十条2丁目 　1～16番地 東十条3丁目 　1～18番地

東十条4丁目 　1～15番地 東十条5丁目 　1～11,13～17番地

東十条6丁目 　1～11,14～17番地 東田端1丁目 　1～15,17番地

東田端2丁目 　1～20番地 堀船1丁目 　1～34番地

堀船2丁目 　1～35番地 堀船3丁目 　1～13,15～45番地

堀船4丁目 　1～13番地 　　東京都荒川区 　

荒川1丁目
　1～5,7～25,27～29,31～42,44～58番
地 荒川2丁目 　1～29,31～40,42～59番地

荒川3丁目
　1,3～10,12～48,50～52,55～76,78,79
番地 荒川4丁目 　1～4,6～19,21～56番地

荒川5丁目 　1～51番地 荒川6丁目 　1～7,9～56,58～70番地

荒川7丁目 　1～7,9～17,22～35,37～44,48,50番地 荒川8丁目 　1～3,5～24番地

西尾久1丁目 　1～30,32,33番地 西尾久2丁目 　1～38番地

西尾久3丁目 　1～26番地 西尾久4丁目 　1～32番地
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西尾久5丁目 　1～28番地 西尾久6丁目 　1～36番地

西尾久7丁目 　1～61番地 西尾久8丁目 　10～50番地

西日暮里1丁目 　1～62番地 西日暮里2丁目 　1～19,21～54,56,57番地

西日暮里3丁目 　1～4,6～23番地 西日暮里4丁目 　1～9,11～21,23～30番地

西日暮里5丁目 　1～21,23～28,30～35,37番地 西日暮里 6丁目：1～64,66,67番地

東尾久1丁目 　1～37番地 東尾久2丁目 　1～49番地

東尾久3丁目 　1～36番地 東尾久4丁目 　1～53番地

東尾久5丁目 　1～46番地 東尾久6丁目 　1～52番地

東尾久7丁目 　1～4番地 東尾久8丁目 　1～46番地

東日暮里1丁目 　1～42番地 東日暮里2丁目 　1～49番地

東日暮里3丁目 　1～46番地 東日暮里4丁目 　1～36番地

東日暮里5丁目 　1～13,15～18,20～52,54,55番地 東日暮里6丁目 　1～60番地

町屋1丁目 　1～38番地 町屋2丁目 　1～23番地

町屋3丁目 　1～31番地 町屋4丁目 　1～36番地

町屋5丁目 　1～22番地 町屋6丁目 　1～21,23～26,28～38番地

町屋7丁目 　1～22番地 町屋8丁目 　1～14,18～22番地

南千住1丁目 　1～40,42～50,52～57,59番地 南千住2丁目 　1～8,10～32,34番地

南千住3丁目 　1～12,14～18,20～37,40番地 南千住5丁目 　1～7,～44番地

南千住6丁目 　1～36,39,41,43～62,64～71番地 南千住7丁目 　2～8,10～24,26～30,32番地

　東京都練馬区 　 旭丘1丁目 　1～20,22～78番地

旭丘2丁目 　1～45番地 旭町1丁目 　1～19,21～31,33～42番地

旭町2丁目
　1～27,30～32,35～,38,42～44,46.47番
地 旭町3丁目 　1～4,6～32,35番地

大泉学園町1丁目 　1～34番地 大泉学園町2丁目 　1～23,25～32番地

大泉学園町3丁目 　1～24番地 大泉学園町4丁目 　1～31番地

大泉学園町5丁目 　1～41番地 大泉学園町6丁目 　1～31番地

大泉学園町7丁目 　1～26番地 大泉学園町8丁目 　1～36番地

大泉学園町9丁目 　1～4番地 大泉町1丁目 　1～58番地

大泉町2丁目 　1,4～63番地 大泉町3丁目 　1,2,4～9,12～17,19～40番地

大泉町4丁目 　,2,,4～8,10～17,19,20,22～49番地 大泉町5丁目 　1,4～9,11～35番地

大泉町6丁目 　1～30番地 春日町1丁目 　2～39番地

春日町2丁目 　1～31番地 春日町3丁目 　,1,2,4～17,19～26,29～35番地

春日町4丁目 　,1～3,5～10,13～37番地 春日町5丁目 　,1～27,29～31,33～35番地

春日町6丁目 　1～19番地 上石神井1丁目 　,1～7,10～23,25～43番地

上石神井2丁目 　1～37番地 上石神井3丁目 　,1～18,20～30,32～37番地

上石神井4丁目 　1～20,22～32番地 北町1丁目 　1～46番地

北町2丁目 　1～41番地 北町3丁目 　1～23番地

北町5丁目 　3・4・5・6・7・8・9・10～20番地 北町6丁目 　4,9,11,16,19～21,25～37番地

北町7丁目 　1～20番地 北町8丁目 　1～30,32～37番地

向山1丁目 　1～19番地 向山2丁目 　1～17,20～29番地

向山3丁目 　1～24,26～29番地 向山4丁目 　1～36番地

小竹町1丁目 　1,2,4,7,12～28,30～60,63～81番地 小竹町2丁目 　1～10,12～81番地

桜台1丁目 　1～47番地 桜台2丁目 　1～55番地

桜台3丁目 　1～27,29～48番地 桜台4丁目 　1,2,4～42番地

桜台5丁目 　1～45番地 桜台6丁目 　1～43番地

下石神井1丁目 　1～19番地 下石神井2丁目 　1～37番地

下石神井3丁目 　1～37番地 下石神井4丁目 　1,2,4～34番地

下石神井5丁目 　1～18番地 下石神井6丁目 　1～44番地

石神井台1丁目 　1～25,27～31,33番地 石神井台2丁目 　1～35番地

石神井台3丁目 　1～40,42番地 石神井台4丁目 　1,3～～21番地

石神井台5丁目 　1～28番地 石神井台6丁目 　1～19番地

石神井台7丁目 　1～18,21～28番地 石神井台8丁目 　1～26番地

石神井町1丁目 　1～27番地 石神井町2丁目 　1～3,5～18,24～36番地

石神井町3丁目 　1～21,23～30番地 石神井町4丁目 　1～28番地

石神井町5丁目 　1～24番地 石神井町6丁目 　1～32番地

石神井町7丁目 　1～35番地 石神井町8丁目 　1,9～23,27～56番地

関町北1丁目 　1～26番地 関町北2丁目 　1～34番地

関町北3丁目 　1～6,9～51番地 関町北4丁目 　1～35番地

関町北5丁目 　1～19番地 関町東1丁目 　1～29番地

関町東2丁目 　1～17番地 関町南1丁目 　1～12番地

関町南2丁目 　1～31番地 関町南3丁目 　1～32番地

関町南4丁目 　1～26番地 高野台1丁目 　1～23番地

高野台2丁目 　1～24,26,27番地 高野台3丁目 　1～17,19,22～39番地
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高野台4丁目 　1～22,27,28,30番地 高野台5丁目 　1～23,25～32,37～39番地

高松1丁目 　1～23,25～42番地 高松2丁目 　1～30番地

高松3丁目 　1～15,17～24番地 高松4丁目 　1～32番地

高松5丁目 　1～23番地 高松6丁目 　1～16,18～38番地

田柄1丁目 　1～30番地 田柄2丁目 　1～42,45,48～53番地

田柄3丁目 　1,24～7,10～30番地 田柄4丁目 　1～49番地

田柄5丁目 　1～28番地 土支田1丁目 　1～24,26～31,33～37番地

土支田2丁目 　1～42番地 土支田3丁目 　1～47番地

土支田4丁目 　1～47番地 豊玉上1丁目 　1～25番地

豊玉上2丁目 　1～15,17,19～27番地 豊玉北1丁目 　1～15,18～27番地

豊玉北2丁目 　1～25番地 豊玉北3丁目 　1～30番地

豊玉北4丁目 　1～33番地 豊玉北5丁目 　1～32番地

豊玉北6丁目 　1～11,13～25番地 豊玉中1丁目 　1～22,24～39番地

豊玉中2丁目 　1～28番地 豊玉中3丁目 　1～28番地

豊玉中4丁目 　1～14番地 豊玉南1丁目 　1～4,6～15,17～21番地

豊玉南2丁目 　1～27番地 豊玉南3丁目 　1～32番地

中村1丁目 　1～20番地 中村2丁目 　1～32番地

中村3丁目 　1～43番地 中村北1丁目 　1～22番地

中村北2丁目 　1～13,18～27番地 中村北3丁目 　3～11,15～23番地

中村北4丁目 　2～15,17～24番地 中村南1丁目 　1～36番地

中村南2丁目 　1～29番地 中村南3丁目 　1～26番地

西大泉1丁目 　1～23,25～37番地 西大泉2丁目 　1～25番地

西大泉3丁目 　1～33番地 西大泉4丁目 　1～24,26～29番地

西大泉5丁目 　1～37番地 西大泉6丁目 　1～24番地

錦1丁目 　1～40番地 錦2丁目 　1～23番地

貫井1丁目 　1～7,10～17,19～48番地 貫井2丁目 　1～17,19～32番地

貫井3丁目 　1～55番地 貫井4丁目 　1～35,37～47番地

貫井5丁目 　1～30番地 練馬1丁 　1,2,4～44番地

練馬2丁目 　1～24,26～34番地 練馬3丁目 　1～4,8～32番地

練馬4丁目 　1～33番地 羽沢1丁目 　1～12,14～22番地

羽沢2丁目 　1～32,34,35番地 羽沢3丁目 　1～3,7～11,13～18,20,25～40番地

早宮1丁目 　1～52番地 早宮2丁目 　1～26番地

早宮3丁目 　1～58番地 早宮4丁目 　1～41番地

東大泉1丁目 　1,2,7～21,23～28,30～37番地 東大泉2丁目 　1,3～42番地

東大泉3丁目 　1～57,61～66番地 東大泉4丁目 　1～31番地

東大泉5丁目 　1～13,17～41番地 東大泉6丁目 　1～27,29～35,37,38,40～55番地

東大泉7丁目 　1～51番地 光が丘1丁目 　2,4,5番地

光が丘2丁目 　2,4,5,8番地 光が丘3丁目 　4,5,8番地

光が丘4丁目 　1番地 光が丘5丁目 　4番地

光が丘6丁目 　2～3番地 光が丘7丁目 　4,6番地

氷川台1丁目 　1～12番地 氷川台2丁目 　1～25番地

氷川台3丁目 　1～41番地 氷川台4丁目 　1～59番地

富士見台1丁目 　1～26番地 富士見台2丁目 　1～12,14～47番地

富士見台3丁目 　1～12,14,15,18～47,53,55～63番地 富士見台4丁目 　1～49番地

平和台1丁目 　1～40番地 平和台2丁目 　1～33,35～39,41,45～52番地

平和台3丁目 　1～12,14,15,17～30番地 平和台4丁目 　1～26番地

南大泉1丁目 　1～52番地 南大泉2丁目 　1～34番地

南大泉3丁目 　1～31番地 南大泉4丁目 　1～55番地

南大泉5丁目 　1～22,24～39番地 南大泉6丁目 　1～15,17～22番地

南田中1丁目 　1～22番地 南田中2丁目 　1～12,14～20,22,23番地

南田中3丁目 　1,2,4～30番地 南田中4丁目 　1～29番地

南田中5丁目 　1～24番地 三原台1丁目 　1～42番地

三原台2丁目 　1～21番地 三原台3丁目 　1～31番地

谷原1丁目 　1～22番地 谷原2丁目 　1～16番地

谷原3丁目 　1～9,12～27番地 谷原4丁目 　1～8,10～13,15～20番地

谷原5丁目 　1～11,13,14,15～32番地 谷原6丁目 　1～9,11～25番地

　　東京都足立区 　 青井1丁目 　1,2,4～18番地

青井2丁目 　1～32番地 青井3丁目 　1～10,12,16,18～21,32～34,36,37番地

青井4丁目　：1～4,6,11～18,20,23,24,27,29～
32,34,35,38,42～47番地

青井5丁目 　1～18番地

青井6丁目 　1,3～25番地 足立1丁目 　3～29,32～39番地

足立2丁目 　1～43,45～51番地 足立3丁目 　1～34番地
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足立4丁目 　1～41番地 綾瀬1丁目 　1～6,8～39番地

綾瀬2丁目 　1～40,42～46番地 綾瀬3丁目 　1～7,9～29番地

綾瀬4丁目 　1～31番地 綾瀬5丁目 　1～24番地

綾瀬6丁目 　1～41番地 綾瀬7丁目 　1～23番地

伊興1丁目 　1～24番地 伊興2丁目 　1～5,7～21番地

伊興3丁目 　1～13,15～23番地 伊興4丁目 　1～11,13,15,17～20番地

伊興5丁目 　1～4,6～9,11～23番地 伊興本町1丁目 　1～6,8～16番地

伊興本町2丁目 　1～14番地 入谷1丁目 　1～4,6～23,25～27,29番地

入谷2丁目 　1～4,6～25番地 入谷3丁目 　1～5,7～15番地

入谷4丁目 　1～15,17～21番地 入谷5丁目 　2～11,13～16番地

入谷7丁目 　1～22番地 入谷8丁目 　1,3,5～10,12～15,17番地

入谷9丁目 　：1～18,20～22,24,25,27,28,30,31番地 梅島1丁目 　1～36番地

梅島2丁目 　1～38番地 梅島3丁目 　1～43番地

梅田1丁目 　1～24,26～33番地 梅田2丁目 　1～24番地

梅田3丁目 　1～30番地 梅田4丁目 　1～41番地

梅田5丁目 　1～28番地 梅田6丁目 　1～34番地

梅田7丁：目 1～12,14～19,21～35,37番地 梅田8丁目 　1～14番地

扇1丁目 　1～6,8～24,26～40,42～53,55,56番地 扇2丁目 　1～30,32～35,37～44,46番地

扇3丁目 　1～8,11～21,23,25,26番地 大谷田1丁目 　2～13,16～25,28～34,38～44番地

大谷田2丁目 　1～25番地 大谷田3丁目 　1～22番地

大谷田4丁目 　1～3,5～20番地 大谷田5丁目 　1～33番地

興野1丁目 　1～18番地 興野2丁目 　1～31番地

小台1丁目 　1～10,13～27番地 小台2丁目 　1～7,9～52番地

加賀1丁目 　1～22番地 加賀2丁目 　1～30番地

加平1丁目 　1～23番地 加平2丁目 　1～22,24,25番地

加平3丁目 　1～12,14～18番地 栗原1丁目 　1,4～26番地

栗原2丁目 　1,2,4,8,10～26番地 栗原3丁目 　1～30番地

栗原4丁目 　1～25番地 弘道1丁目　　　：1～7,9,12～14,16,17,19,21,22,25,27～
31,34～39番地

弘道2丁目　　　　　　　　　：1,3～8,12,13,16～
20,23,24,26,27,29,30番地

江北1丁目 　1～7,9,11,14,18～33番地

江北2丁目 　2～18,23～43,45～48番地 江北3丁目 　1～7,12,13,17～49,51～54番地

江北4丁目 　1～12,16,18,19,25～32番地 江北5丁目 　2,3,5,6,8～13,15～18番地

江北6丁目 　1～9,11～25,28番地 江北7丁目 　1～3,5～11,14,15,17～27番地

古千谷本町1丁目 　1～14番地 古千谷本町2丁目 　1～25番地

古千谷本町3丁目 　1～12番地 古千谷本町4丁目 　1～14番地

佐野1丁目 　1～26,28～35番地 佐野2丁目 　1～30,32～43番地

皿沼1丁目 　1～22番地 皿沼2丁目 　1～23番地

皿沼3丁目 　1～17,19～33番地 鹿浜1丁目 　1,2,4～6,8～14,16～21番地

鹿浜2丁目 　1～10,15～21,23,25～37,39～43番地 鹿浜3丁目 　1～13,15～25,27～31番地

鹿浜4丁目 　1～29番地 鹿浜5丁目 　1～7,11～25,28～31番地

鹿浜6丁目 　1～7,9～11,13～17,19～38番地 鹿浜7丁目 　1～20,22～26番地

鹿浜8丁目 　1～31番地 島根1丁目 　1～14番地

島根2丁目 　1～34,36,38番地 島根3丁目 　1～28番地

島根4丁目 　1～18,21～24,26～28,31,32,37,38番地新田1丁目 　1～8,10～14,16～22番地

新田2丁目 　1,3～12,14～29番地 新田3丁目 　1～28,30～33,38番地

神明1丁目 　1～12番地 神明2丁目 　1～11番地

神明3丁目 　1～31番地 神明南1丁目 　1～15,17番地

神明南2丁目 　1～17番地 関原1丁目 　1～22番地

関原2丁目 　1～44,46～49番地 関原3丁目 　1～50番地

千住1丁目 　1～24,26～37,39番地 千住4丁目 　1～31番地

千住5丁目 　1～21,23～27,30～32番地 千住曙町 　1～26,28～39,42番地

千住旭町
　1～3,6～29,32～37,39～41,43～46番
地 千住東1丁目 　1～31番地

千住東2丁目 　1～23番地 千住桜木1丁目 　1～3,7～10,12,14～16番地

千住桜木2丁目 　4～15,18番地 千住緑町2丁目 　3～36番地

千住緑町3丁目 　1～26番地 竹の塚1丁目地 　1～3,7,9～19,21～30,32～37,40,41番

竹の塚2丁目 　1～3,5～32番地 竹の塚3丁目 　1～6,9,10,12～20番地

竹の塚4丁目 　1,2,4～6,8～13番地 竹の塚5丁目 　1～9,11～22,24～36番地

竹の塚6丁目 　1,3,7～16,21～25番地 竹の塚7丁目 　1,25～11,17～21番地

辰沼1丁目 　1,3～10番地 辰沼2丁目 　1～18番地

中央本町1丁目 　1～5,7,9,11～15,18～22番地 中央本町2丁目 　1～11,14～27番地

中央本町3丁目 　1～7,9～11,13,14,16～18番地 中央本町4丁目 　1～19,21～24番地
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中央本町5丁目 　1～14,19,22番地 椿1丁目 　1～4,6～7番地

椿2丁目 　1～27番地 東和1丁目 　1～31番地

東和2丁目 　1～28番地 東和3丁目 　1～12,14～20番地

東和4丁目 　1～25番地 東和5丁目 　1～15番地

舎人1丁目 　1～25番地 舎人2丁目 　1～21番地

舎人3丁目 　1～15番地 舎人4丁目 　1～11番地

舎人5丁目 　1～29番地 舎人6丁目 　1～3,5～8番地

中川1丁目 　1～21番地 中川2丁目 　1～26番地

中川3丁目 　1～29番地 中川4丁目 　1～43番地

中川5丁目 　1～17番地 西綾瀬1丁目 　1～8番地

西綾瀬2丁目 　1～23番地 西綾瀬3丁目 　4～6,8～24,27,28,30～39番地

西綾瀬4丁目 　1～8,10,11,13,14番地 西新井1丁目 　1～14,16～32,34～36,38,39番地

西新井2丁目 　1～3,8～10,12～22,24～32番地 西新井3丁目 　1～4,6～11,13,20～24番地

西新井4丁目
　1～6,9～14,16～28,31～33,36～45番
地

西新井5丁目　　　　　　　：1～16,18～20,23～27,29～
36,38,39,41,42番地

西新井6丁目 　1～14,16～43,45～47番地 西新井7丁目 　1～16,18,19,21,23番地

西新井栄町 1丁目：1～15,19,21,22番地 西新井栄町2丁目 　3～27番地

西新井栄町3丁目 　1～18番地 西新井本町1丁目 　1,2,5,6,8～27番地

西新井本町2丁目 　1,2,4～17,21～32番地 西新井本町3丁目 　1～3,5～12番地

西新井本町4丁目 　1～13,191～26,28～30番地 西新井本町5丁目 　1～13番地

西伊興1丁目 　1～19番地 西伊興2丁目 　1～12番地

西伊興3丁目 　1～19番地 西伊興4丁目 　1～12番地

西加平1丁目 　1～3,5～9番地 西加平2丁目 　1,3～8番地

西竹の塚1丁目 　1～8,11～19番地 西竹の塚2丁目 　1～17番地

西保木間1丁目 　1,4,6～23番地 西保木間2丁目 　1～15,18,19番地

西保木間3丁目 　15,8～10,14,16,20～23番地 西保木間4丁目 　11～14番地

花畑1丁目： 1,3～28,30,32～35番地 花畑2丁目 　1～10,12,14,15,17,18番地

花畑3丁目 　1～5,7～37,39～40,41,42番地 花畑4丁目 　1～19,22～39番地

花畑5丁目 　1～5,12番地 花畑6丁目 　2,4～33番地

花畑7丁目 　2～8,11,12,14,16～22番地 花畑8丁目 　2,7,8,10～12,14,15番地

東綾瀬1丁目 　1～29番地 東綾瀬2丁目 　1～4,9～18番地

東綾瀬3丁目 　1～15番地 東伊興1丁目 　1～16番地

東伊興2丁目 　1～21番地 東伊興3丁目 　1～26番地

東伊興4丁目 　1～15番地 東保木間1丁目 　1～4,6～10,12～26番地

東保木間2丁目 　1～9,11,12,14～26,28～34番地 一ツ家1丁目 　1～25,27～29番地

一ツ家2丁目 　1～14,16～23番地 一ツ家3丁目 　1～14,16～19,21～27番地

一ツ家4丁目 　1～10,12～15,17番地 平野1丁目 　1～27番地

平野2丁目 　1～12,14～16番地 平野3丁目 　1～9,12～26番地

保木間1丁目 　1～23,25～37番地 保木間2丁目 　1～16,18～27,29～33番地

保木間3丁目 　1～18,20～26,28～37番地 保木間4丁目 　1～5,7,8,10～22,24～35,37～55番地

保木間5丁目 　1～16,18～29,31～39番地 保塚町 　1～19番地

堀之内1丁目 　1～20,22番地 堀之内2丁目 　1～15番地

南花畑1丁目 　1～18番地 南花畑2丁目 　1～18,20～40,42～49番地

南花畑3丁目 　1～21,23～37番地 南花畑4丁目 　1～10,12～35番地

南花畑5丁目 　1～9,1114,17～24番地 宮城1丁目 　1～38番地

宮城2丁目 　1～13番地 六木1丁目 　1～4,6,8～19番地

六木2丁目 　1～6,8～10番地 六木3丁目 　1～6,8～48,50～52番地

六木4丁目 　1～9番地 本木1丁目 　1～27番地

本木2丁目 　1～32番地 谷在家1丁目 　1～16,18～23番地

谷在家2丁目 　1～9,11～23番地 谷在家3丁目 　1～11,13～21,23～29番地

谷中1丁目 　1～33番地 谷中2丁目 　1～3,5～23番地

谷中3丁目 　1～13,15～20番地 谷中4丁目 　1～20番地

谷中5丁目 　1～11,13,14番地 柳原1丁目 　1～25,27～35番地

柳原2丁目
　1～4,6～37,39～41,43～48,50～54番
地

六月1丁目　　　　　　　　：1,2,6,9～16,20,22～
26,28,29,33,35～37番地

六月2丁目 　1～7,9～22,27,28,30～35番地 六月3丁目 　1～9,11～16,18,19番地

六町1丁目 　1～17番地 六町2丁目 　1～8番地

六町3丁目 　1～14番地 六町4丁目 　1～12番地

　　東京都葛飾区 　 青戸1丁目 　1,2,4～24番地

青戸2丁目 　1～22番地 青戸3丁目 　1,2,10～17,19～35,37～41番地

青戸4丁目 　1～22,24～28番地 青戸5丁目 　1～9,11～33番地

青戸6丁目 　1～17,19～39,41番地 青戸7丁目 　1～31,33～37番地
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青戸8丁目 　1～9,11～16,18～27番地 奥戸1丁目 　1～12,14～22,24～28,30番地

奥戸2丁目 　1～28,30～39,41,42,44番地 奥戸3丁目 　1～4,6～29番地

奥戸4丁目 　1～25番地 奥戸5丁目 　1～24番地

奥戸6丁目 　1～30番地 奥戸7丁目 　1～16,18～20番地

奥戸8丁目 　1～29番地 奥戸9丁目 　1～22番地

お花茶屋1丁目 　1～9,11～21,23～29番地 お花茶屋2丁目 　1～21番地

お花茶屋3丁目 　1～10,13,15～18,20～27番地 金町1丁目 　1～14,16～23番地

金町2丁目 　1～10,12～19,21～29番地 金町3丁目 　1～43,45～47,49～52番地

金町4丁目 　1～20,22～25番地 金町5丁目 　1～24,26～37番地

金町6丁目 　1,3～13番地 鎌倉1丁目 　1～26,28～39番地

鎌倉2丁目 　1～12,14～16,20～31番地 鎌倉3丁目 　1～49,51～58番地

鎌倉4丁目 　1～23,25～43番地 亀有1丁目 　1,3～6,8,9,11～15,18,22～28番地

亀有2丁目 　1～6,8,9,11,15～47,49～77番地 亀有3丁目 　1～23,25～48,50～56番地

亀有4丁目 　1～19,21～34,36～40番地 亀有5丁目 　1～60番地

小菅1丁目 　3,8～24,26～34番地 小菅2丁目 　1,2,5～11,13～37番地

小菅3丁目 　1,3～19番地 小菅4丁目 　1～22番地

柴又1丁目 　1～48番地 柴又2丁目 　1～22番地

柴又3丁目 　1～9,11～17,19～23,25～35番地 柴又4丁目 　1,2,4～29,31～36番地

柴又5丁目 　1～45番地 柴又6丁目 　1～33,35～38番地

柴又7丁目 　1～19番地 白鳥1丁目 　1～12番地

白鳥2丁目 　1～22番地 白鳥3丁目 　1,3,5～32番地

白鳥4丁目 　1～20,22番地 新小岩1丁目 　1～44,46,48～57番地

新小岩2丁目 　1～24,26～41番地 新小岩3丁目 　1～24,26～30番地

新小岩4丁目 　1～29,31～45番地 高砂1丁目 　3～18,20～27番地

高砂2丁目 　1～40番地 高砂3丁目 　1～29,31,32番地

高砂4丁目 　3～6番地 高砂5丁目 　1～7,9～14,16～56番地

高砂6丁目 　1～16番地 高砂7丁目 　1～27番地

高砂8丁目 　1～13,15～36番地 宝町1丁目 　1～27番地

宝町2丁目 　1～36,38番地 立石1丁目 　1～5,7～22番地

立石2丁目 　1～37番地 立石3丁目 　1～23,25～31番地

立石4丁目 　1～9,11～23,25～34番地 立石5丁目 　1～12,14～28番地

立石6丁目 　1,5～39番地 立石7丁目 　1～31番地

立石8丁目 　1～7,9～55番地 新宿1丁目 　1,2,4～23番地

新宿2丁目 　1～25,27～32番地 新宿3丁目 　1～6,8～13,15～33番地

新宿4丁目 　1～26番地 新宿5丁目 　1～26番地

新宿6丁目 　2,4,8番地 西亀有1丁目 　1,～27,29～32番地

西亀有2丁目
　1～3,5～16,18～27,29～53,55～57番
地 西亀有3丁目 　1～10,12～43番地

西亀有4丁目 　2～24番地 西新小岩1丁目 　1～10番地

西新小岩2丁目 　1番地 西新小岩3丁目 　1～22,,25～45番地

西新小岩4丁目 　1～17,19～21,23～42番地 西新小岩5丁目 　1～31番地

西水元1丁目 　1～29番地 西水元2丁目 　1～23番地

西水元3丁目 　1～36番地 西水元4丁目 　1～18番地

西水元5丁目 　1～3,5～8,10～17番地 西水元6丁目 　1～23番地

東金町1丁目 　6～35,37～45番地 東金町2丁目 　1～21,23～33番地

東金町3丁目 　1～41番地 東金町4丁目 　1～41番地

東金町5丁目 　1,2,4～15,17～30,32～54番地 東金町6丁目 　1～27番地

東金町7丁目 　1～22,24～39番地 東金町8丁目 　1～35番地

東新小岩1丁目 　1～17,19番地 東新小岩2丁目 　1～4,6～8,10～12,14,19～28番地

東新小岩3丁目 　1～16番地 東新小岩4丁目 　1～25番地

東新小岩5丁目 　1～10,12～21番地 東新小岩6丁目 　1～30番地

東新小岩7丁目 　1～32番地 東新小岩8丁目 　1～41番地

東立石1丁目 　1,3～24番地 東立石2丁目 　1～27番地

東立石3丁目 　1,2,4～36番地 東立石4丁目 　,2～6,8～41,43～55番地

東堀切1丁目 　1～24番地 東堀切2丁目 　1～28番地

東堀切3丁目 　1～25,27～29,31,32番地 東水元1丁目 　1～19番地

東水元2丁目 　1～41番地 東水元3丁目 　1～23番地

東水元4丁目 　1～15番地 東水元5丁目 　1～37,39～44番地

東水元6丁目 　1～6番地 東四つ木1丁目 　1,2,4～9,11～25番地

東四つ木2丁目 　1～27番地 東四つ木3丁目 　1～49番地

東四つ木4丁目 　1～51番地 細田1丁目 　1～24番地

細田2丁目 　1～6番地 細田3丁目 　1～19,22～38番地

細田4丁目 1：～42番地 細田5丁目 　1～31番地
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堀切1丁目 　1～42番地 堀切2丁目 　1～18,20～41,43～66番地

堀切3丁目 　1～36番地 堀切4丁目 　1～65番地

堀切5丁目 　1～50番地 堀切6丁目 　1～34番地

堀切7丁目 　1～32番地 堀切8丁目 　1～26番地

水元1丁目 　1～18,21,22,25,26番地 水元2丁目 　1～16,18～23番地

水元3丁目 　1～19,21,22番地 水元4丁目 　1～20,22～26番地

水元5丁目 　1～17番地 南水元1丁目 　1～8,10～12,14,15,17～31番地

南水元2丁目 　2～12,14～30番地 南水元3丁目 　4,6番地

南水元4丁目 　1～20,22～28番地 四つ木1丁目 　1～23,25～47番地

四つ木2丁目 　1～20,22～27,29,30番地 四つ木3丁目 　1～20番地

四つ木4丁目 　1～30番地 四つ木5丁目 　1～25番地

　東京都江戸川区 　 一之江1丁目 　1～19番地

一之江2丁目 　1～12,14～25番地 一之江3丁目 　1～27番地

一之江4丁目 　1・2・3・4・6・7～18番地 一之江5丁目 　1～30番地

一之江6丁目 　1～17,19,20番地 一之江7丁目 　1～35,37～75,77～89番地

一之江8丁目 　1～13,15～19番地 大杉1丁目 　1～21,23～26番地

大杉2丁目 　1～23番地 大杉3丁目 　1～10,12～25番地

大杉4丁目 　1～29番地 大杉5丁目 　1～37番地

興宮町 　1～33番地 上一色1丁目 　1～15番地

上一色2丁目 　1～20番地 上一色3丁目 　1,2,4～10,13～27,29,30番地

上篠崎1丁目 　1～24番地 上篠崎2丁目 　1～27番地

上篠崎3丁目 　1～17番地 上篠崎4丁目 　1・2～4,6～30番地

北葛西1丁目 　1～25番地 北葛西2丁目 　1～18,20～29番地

北葛西3丁目 　1～9番地 北葛西4丁目 　1～14,16～25番地

北葛西5丁目 　1～12,14～17,19,21～30番地 北小岩1丁目 　1～21番地

北小岩2丁目 　1～22,24～39番地 北小岩3丁目 　1～26番地

北小岩4丁目 　1～41番地 北小岩5丁目 　1～36番地

北小岩6丁目 　1～54番地 北小岩7丁目 　1,3～29番地

北小岩8丁目 　1～30番地 北篠崎1丁目 　1～9番地

北篠崎2丁目 　1～28番地 小松川1丁目 　2・7番地

小松川2丁目 　2,8,11～14番地 鹿骨1丁目 　1～63番地

鹿骨2丁目 　1～45番地 鹿骨3丁目 　1～20番地

鹿骨4丁目 　1～33番地 鹿骨5丁目 　1～26,28～40番地

鹿骨6丁目 　1～10番地 篠崎町3丁目 　1～33番地

篠崎町4丁目 　1～33番地 篠崎町5丁目 　1～14番地

篠崎町6丁目 　1～11,13～23番地 篠崎町7丁目 　1～31番地

篠崎町8丁目 　1～4,6～15番地 清新町1丁目 　3,5番地

清新町2丁目 　2～7,9,10番地 中央1丁目 　1～25,28,29番地

中央2丁目 　1～36番地 中央3丁目 　1～26番地

中央4丁目 　1～25番地 中葛西1丁目 　1～24,27～29,31～49番地

中葛西2丁目 　1～27番地 中葛西3丁目 　1～9,11～20,22～37番地

中葛西4丁目 　1～6,8～10,12～20番地 中葛西5丁目 　1～43番地

中葛西6丁目 　1～21番地 中葛西7丁目 　2～23,25～31番地

中葛西8丁目 　1～7,9～23番地 新堀1丁目 　2～31,33～42番地

新堀2丁目 　1～19,21～32番地 西一之江1丁目 　1～15,17,18番地

西一之江2丁目 　1～31番地 西一之江3丁目 　1～45番地

西一之江4丁目 　1～16番地 西葛西1丁目 　1～15番地

西葛西2丁目 　1～6,8～23番地 西葛西3丁目 　1～22番地

西葛西4丁目 　1～4,6番地 西葛西5丁目 　1～12番地

西葛西6丁目 　1～29番地 西葛西7丁目 　1,3～7,9～29番地

西葛西8丁目 　1,3,4,8～13,15,18～21番地 西小岩1丁目 　1～30番地

西小岩2丁目 　1～20番地 西小岩3丁目 　1～38番地

西小岩4丁目 　1～14番地 西小岩5丁目 　1～19番地

西篠崎1丁目 　1～8,10～20番地 西篠崎2丁目 　1～27番地

春江町1丁目 　1番地 春江町2丁目 　1～3,5～46,48～50番地

春江町3丁目 　1～25,27～52番地 東葛西1丁目 　1～4,6～42,44～49番地

東葛西2丁目 　1～36番地 東葛西3丁目 　1～11,13～17番地

東葛西4丁目 　1～3,5～58番地 東葛西5丁目 　1～25,27～57番地

東葛西6丁目 　1～32,34～39,41～50番地 東葛西7丁目 　1～29番地

東葛西8丁目 　1～41番地 東葛西9丁目 　1,2,4～9,11～22番地

東小岩1丁目 　1～32番地 東小岩2丁目 　1～24番地

東小岩3丁目 　1～24番地 東小岩4丁目 　1～33番地
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東小岩5丁目 　1～37番地 東小岩6丁目 　1～36番地

東小松川1丁目 　1～13番地 東小松川2丁目 　1～35番地

東小松川3丁目 　2～26,28～37番地 東小松川4丁目 　1～58番地

東篠崎1丁目 　1～5,7番地 東篠崎2丁目 　1～4番地

東松本1丁目 　1～16番地 東松本2丁目 　1～3,5～18番地

東瑞江1丁目 　1～16,18～56番地 平井1丁目 　1～27番地

平井2丁目 　1～25番地 平井3丁目 　1,2,6～19,21～30番地

平井4丁目 　1～32番地 平井5丁目 　2～58番地

平井6丁目 　1～77番地 平井7丁目 　1,2,4～22,24～34番地

船堀1丁目 　1～4,6～8番地 船堀2丁目 　1～23番地

船堀3丁目 　1～16番地 船堀4丁目 　1～17番地

船堀5丁目 　1～15番地 船堀6丁目 　1～11番地

船堀7丁目 　1～20番地 本一色1丁目 　1～34番地

本一色2丁目 　1～27番地 本一色3丁目 　1～9,11～29,31,32,34～42番地

松江1丁目 　1～24番地 松江2丁目 　1～43番地

松江3丁目 　1～20番地 松江4丁目 　1～32番地

松江5丁目 　1～4,6～13,15～28番地 松江6丁目 　1～11番地

松江7丁目 　1～33番地 松島1丁目 　1～44番地

松島2丁目 　1,2,4～37,39番地 松島3丁目 　1～48番地

松島4丁目 　1～46番地 松本1丁目 　1～34,37番地

松本2丁目 　1～41番地 瑞江1丁目 　1～14,16～21,23～65番地

瑞江2丁目 　1,3～33,36～47番地 瑞江3丁目 　1～17,19～42番地

南葛西1丁目 　1～10,12～15番地 南葛西2丁目 　1～29番地

南葛西3丁目 　115,17～22,24番地 南葛西4丁目 　1～8,10～14,16～23番地

南葛西5丁目 　1～9,11,13～18番地 南葛西6丁目 　2～22,24～34番地

南葛西7丁目 　1～2,4～5番地 南小岩1丁目 　1～15番地

南小岩2丁目 　1～23番地 南小岩3丁目 　1～29番地

南小岩4丁目 　1～18番地 南小岩5丁目 　1～11,13～21番地

南小岩6丁目 　1～31番地 南小岩7丁目 　1～40番地

南小岩8丁目 　1～26番地 南篠崎町1丁目 　1～32番地

南篠崎町2丁目 　1～58番地 南篠崎町3丁目 　1～31番地

南篠崎町4丁目 　1～31番地 南篠崎町5丁目 　1～4,8～10,12,13番地

谷河内1丁目 　1～20番地 谷河内2丁目 　1～15番地

臨海町2丁目 　3番地




